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18 年目に突入したリトルターン・プロジェクト。コアジサシの外敵対策は難題、巣立ちの成果はいかに!!
今年も目が離せないＬＴＰです。
特集は発足当初より、デコイによる誘致大作戦の陣頭指揮をとっていただいた、日本のバードカービング
先駆者、内山春雄さんに鳥学やＬＴＰとの出会い、今後の展望までを記して頂きました。

活動日誌

-コアジサシ留守中のできごと-

メインの講演会は、
「新浜から～行徳野鳥観察舎の

たどってきた道」。蓮尾純子さんが東京湾の奥に残
2018 年１１月 3、4 日
された自然についてお話しいただきました。 穏や
ジャパンバードフェスティバル 2018 我孫子
かな語り口から、地道な活動を長い間続けてきた
内山春雄先生とかしわ環境ステーションさん
粘り強さがしのばれました。
と協働で、アビスタ会場 2 階に出展しま
した。ストリート壁面では、リトルターン
アートプロジェクトの作品を展示しました。
2018 年 12 月 8 日
コアジサシ講演会
リトルターン・プロジェクトの一年の総ま
とめの会を、大田区民ホール「アプリコ」
で開催しました。
FA から北村代表へ募金が授与されました
今年の調査結果の報告、ＦＡ（フィールド・アシス
講演される蓮尾純子さん
タント・ネットワーク）から 2018 年学生バード
2019 年 2 月 3 日
ソンの募金授与式が行われました。ＬＴＰからはＦ
「第 18 回エコフェスタワンダーランド」大田区主催
Ａに感謝状を贈呈しました。
に参加しました。今年は、大田区立大森第五小学校
また長期にわたって調査に入った学生から、研究の
で開催されました。営巣地に近かったので、知って
成果発表がありました。題目「コアジサシのモビン
いる方も多く、関心の高さがうかがえました。
グは捕食者と地面温度によって変化する」
。

日本バードカービング協会会長：現代の名工（厚生労働省認定）
日本職人名工会会員： 野生生物保護功労者表彰、環境大臣賞受賞

特集
バードカービングと鳥学との出会い

私は、幼少期、病気のため、亀より遅いスタートとな
りました。そのため、だれもやらない、だれもできない
仕事で生きるしかないと決めました。それで木象嵌師の
道を選びました。私の父である八郎に基礎を学び、富山
で中島杢石師に弟子入りし、小田原の木象嵌専門店のお
抱え職人になりました。30 歳で浅草に工房を立ち上げ
るところまでは順調でしたが、販売で難航しているとこ
ろへ友達からバードカービングの誘いが舞い込みました。

木象嵌「太平洋を行くオキノタユウ」
箕輪義隆さんとのコラボ作品
＊鳥はアホウドリ
＊木象嵌(もくぞうがん)は種々の天然
木材を用いて絵画や図柄を表現す

我孫子の中学と飛来先のオーストラリアの学校を
メールでつなぎ、デコイ作りや保護活動を英語にして
送るという試みもしました。コアジサシのデコイ教室
は中学生にとっても、モノづくりの達成感と、保護活
動に役立つという使命感を持つ、貴重な経験であった
と思います。
ユニークな活動として、ツルのハンドパペット（指
人形）があります。アメリカシロヅルが絶滅しかけ、
人工飼育の刷り込み防止用に使う、飼育用ハンドパペ
ットです。ロシア、カナダ、アメリカ、日本と多くの
国にハンドパペットを提供し、人工飼育されたツルの
自然復帰に役立っています。
最も難航しているのがブラインド（視覚障がい者）
の方の「タッチカービング」です。世の中で最も触る
機会が少ないのが野鳥です。触ることで物の形を憶え
るブラインドの方たちにとって、触れないものは見た
ことがないのと等しく、野鳥の世界は今まで理解でき
ませんでした。

る木画技術

今から 38 年も前のことです。渋谷南平台の山階鳥類
研究所の一階に日本鳥類保護連盟があり、野鳥保護や、
鳥の研究だけで生計を立てている世界があることに不
思議な魅力を感じました。今思えば、日本鳥類保護連盟
がバードカービングを日本に広めようとした時期であ
り、山階鳥類研究所で鳥のイロハを学ばせてもらえたこ
とが幸いでした。
バードカービングを始めた当初は、小学校での指導、
ヤンバルクイナの復元、博物館への展示物製作と、20
年ほどは鳥を学び、技法、技術力を上げることに追われ
ていました。
そしてバードカービングで何ができるのか、何をした
いのか、を考えるようになり「バードカービングで野鳥
保護」にたどり着きました。

ハンドパペットによるツルのヒナの飼育
ものさしどり

スズメ・ハトなどの 物 指 鳥 のタッチカービングを
作り、身近な鳥を触察して、大きさと形を記憶し、
嘴の違いで食性の違いや生態も学習できます。ダー
ウィンフィンチのタッチカービングを作り、進化論
も学ぶことができます。

内山さんの指導のもと作られた
コアジサシのデコイに求愛のお
魚プレゼント
－森ヶ崎水再生センター営巣地－

デコイでの保護活動
初めてのことで、「それは無駄だ」と多方面から笑わ
れましたが、アホウドリ誘致のデコイ作戦はいろんな意
味での反響があり、デコイによる保護活動が注目されま
した。そしてコアジサシ、クロツラヘラサギ、トキ、ナ
ベヅルなどのデコイも制作することになりました。
コアジサシのデコイは、我孫子の中学校で 2000 年か
ら 8 年担当し、作成過程でコアジサシの生態を学び、日
本でのコロニーの形成の重要性を学習していきました。
8 年間で約 4,000 体が作られ、そのうちの 1,000 体ほ
どをリトルターン・プロジェクトに提供し、大田区の森
ヶ崎水再生センター施設屋上でのコアジサシの保護活
動に役立ててもらっています。

ブラインド（視覚障がい者）の少女にタッチカービングで鳥の説明

今は、約 50 種のうち半数が絶滅してしまったハワイ
ミツスイ類のバードカービングによる復元に取り組ん
でいます。この活動は私と山階鳥類研究所とハワイの
ビショップミュージアムとの三者で、ハワイミツスイ
の保護と研究のため、バードカービングによる細密標
本を作る計画です。ビショップミュージアムではこの
バードカービングを使って、ブラインドの方たちにハ
ワイ固有種の学習も始まっています。
バードカービングの可能性の追求は止まりません。
内山春雄 記

連載 コアジサシをめぐる冒険
第 15 回

―番外―

「 シ ロ チ ド リ 」

早川 雅晴

NPO 法人リトルターン・プロジェクト副代表・水鳥研究会代表・植草学園大学准教授
森ヶ崎のシロチドリ親子

シロチドリの分類
コアジサシのコロニー内ではシロチドリ Charadrius
alexandrinus やコチドリ C. dubius の営巣がよく見ら
れます。また、コアジサシの近縁種であるアメリカコア
ジサシのコロニー内では、シロチドリの近縁種のユキチ
ドリがよく営巣しています。

東京湾のシロチドリの巣

台湾のシロチドリの巣

南北アメリカに生息
するユキチドリ（英名
Snowy prover）は、以
前は、主にユーラシア
大陸に生息するシロ
チドリ（英名 Kentish
prover）と同種とされ
てきましたが、現在で
は別種とされていま
す。
同様にアフリカ大陸
に生息するシロビタ
チドリ C. marginatus
もシロチドリの亜種
とされていた時期も
ありましたが、現在で
は別種として扱われ
ています。このように
シロチドリの亜種と
されていたものが近
年別種として分けら
れる傾向にあります。

IOC World Bird List ver.8.2（2018）の分類で
は、シロチドリは現在４亜種に分類されています
が、このうちの１亜種であり中国南東部に生息する
C.a. dealbatus も 、 IHBW and BirdLife
International (2017)では別種（カオジロチドリ
C. dealbatus）として変更・登録されています。

TOPICS

ユキチドリ

ユキチドリの巣
昨年偶然に中国海豊県でカオジロチドリを見る機会
がありましたが、形態的にはよく似ていて日本のシロ
チドリと区別がつきませんでした。しかし、巣の様子
は異なり、卵が砂浜の中にほとんど埋まっている状態
でした。

カオジロチドリの巣
カオジロチドリ

砂に埋もれている卵

日本のシロチドリ
IOC World Bird List による分類では日本に生息し
ているシロチドリは C.a. nihonensis とされています
が、日本鳥類目録改訂第 7 版（2012 年）によると、ハ
シボソシロチドリ C.a.alexandrinus と亜種シロチド
リ C.a.dealbatus であるとされており、異なっていま
す。シロチドリの分類に加えて、日本に生息するシロ
チドリの亜種についてもしばらくは暫定的な状況が続
くと思いますが、今後 DNA 等の研究が進んでいくこと
で統一されてくることが期待されます。コアジサシだ
けでなくシロチドリにも注目してみてださい。

新保護整備部会リーダーごあいさつ!!

この度、保護整備部会リーダーに就任しました、阿部辰己です。
大学 1 年生から関わってきて、今年で 12 年目になります。初めて見た
ヒナに一目惚れしてから、調査やイベント出展に参加させて頂きました。
とくに 3 月の整備作業では、草むしりリーダーとして他の参加者の方々
と楽しみながら作業させて頂きました。
今年から保護整備部会リーダーという大役を任され、不安もありますが
貝殻を運ぶ、阿部新リーダー（左）
コアジサシのために奮起したい所存です。
現在は社会人となり、害虫駆除会社に勤めております。業務で培った力でコアジサシを守れたらと思ってお
ります。 今年もコアジサシを守り、盛り上げていきますので、ご協力のほどを宜しくお願い致します。

営巣地の生き物たち
第6回

ウ ミ ネ コ

文・写真

大塚 豊

（ＬＴＰ理事・日本野鳥の会東京幹事）

ウミネコは日本を中心とした極東地域に分布するカモメ科の鳥です。
森ヶ崎の鼻干潟では春から夏にかけて多く見られますが、そのほとんど
が繁殖年齢に達しない亜成鳥です。営巣地の上空を通過することはあっ
ても、コアジサシとの直接の関係はさほどないようです。
ここに取り上げたのは、ウミネコも人工建築物での営巣が観察されて
いるからです。十年程前から上野不忍池のほとりに建つ小さなビルの屋
上に数十ペア程度の営巣が観察されました。言わば、コアジサシとは屋
上営巣の同志なのです。
元来コアジサシは広く平坦な海岸や河原を好むので、広大な施設の屋
上に営巣します。一方、ウミ
灰色がウミネコ、黒いのがカワウ
ネコは切り立った海岸の岩棚
を好むので、小規模ビルの狭
換羽中のウミネコ亜成鳥
い屋上などを営巣地とするの
です。
ところが残念なことに、ウミネコの騒がしい鳴き声と排泄物が嫌
われて、不忍池のほとりのビル屋上から追い出されてしまいまし
た。近年は新木場近くの京葉線の橋桁を新たな営巣場所にして、
逞しく生息しています。
ちなみに、演歌の歌詞にウミネコ（海猫・ゴメ）はしばしば登
場しますが、コアジサシは未だに登場してないようです。

表紙の言葉 木象嵌

「水辺の鳥」 2003 年 内山春雄作

バードカービングでは名が知れてはいますが、私が木象嵌師であることを知る人は少ないと思い
ます。木象嵌自体を知る人も少ないと思います。木象嵌とは異なる木を形どり、埋め込むことを
表し、自然の木の色を利用した伝統工芸です。バードカービングで製作してきた水辺に暮らす鳥
を一つにまとめることができないかと思い、原図を書きました。色が重ならないように鳥の配置
に気を付け、左に意識がいくように鳥で三角を作りました。種名は上からユリカモメ、キョウジョシギ、コチドリ、
クロツラヘラサギ、メダイチドリ、タゲリ、ミヤコドリです。

（内山春雄記）

リトルターン・プロジェクト活動概要
200１年に絶滅危惧Ⅱ類の野鳥コアジサシの屋上営巣を大田区昭和島にある森ヶ崎水再生センター施設屋上で発見
した私たちは、東京都下水道局や大田区、そしてたくさんのボランティアの協力を得て、世界初の屋上営巣地を整備
しました。コアジサシの生息域である、砂浜や玉砂利河原、そして干潟などの水辺環境が失われつつある現在、コア
ジサシをキーワードにそのような水辺環境の保全を視野に入れ、自然と人間の共生を目指して活動しています。
（この取組は東京都下水道局と大田区の協力を得ています。）
会員になって一緒にコアジサシを守りましょう！
ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクトでは、随時会員を募集して
います。わたしたちと一緒に絶滅の恐れのある野鳥
“コアジサシ”を守りませんか？
◇入会届のダウンロード先◇
http://www.littletern.net/nyukai.html
◇入会届の送付先◇
〒143-0015 東京都大田区大森西 5-10-22 増田方
NPO 法人リトルターン・プロジェクト宛
または、右記の問い合わせ先へご連絡ください。
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